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利用しやすいかという意味で使われます。
例えば、手や腕の障害のためにマウスを使
えない場合、ソフトウェアはキーボードだ
けで利用可能であること。弱視や老眼の人
にとってはフォントサイズや配色は容易
にカスタマイズ可能でなくてはならない。
視覚障害の人は読み上げソフトを使うの
で、それに適したレイアウトや記述方法が
求められるなどです。第三次行政改革大綱
での改革改善取り組み項目 （平成十七年三
月末現在）には、ホームページによる市民
等への行政情報の充実拡大、平成十六年度
完了をあげ、誰にでも利用しやすいホーム
ページ作成ルール 「ウエヴ・アクセシビリ
ティ指針」を策定すると表されておりま
す。現在までの進捗と達成状況をお伺いし
ます。
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米軍再編問題、沖縄の現状と取組みなどを調査・研究

▼

5月9日沖縄タイムス
日沖縄タイムス

基地対策特別委員会の行政視察として、5 月 8 日～10 日、宜野湾市、嘉
手納町、読谷村を訪問。ＮＨＫのＴＶニュースや地元新聞でその様子が紹
介された。今回の再編問題に対しての関心度が高いことが伺える。

教 育 長
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7 月 14 日神奈川新聞
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２月５日『第１０回・座間市カラオ
ケのど自慢大会』がハーモニーホー
ル座間で開催されました。
私も一市
民として友人と二人で出場。結果は
予選敗退でしたが、会場の雰囲気
や、なかなか味わえない“大ホール
で唄う”という緊張感を堪能。

面に困難さを感じている児童生徒に対して、
きめ細 かく対 応でき るよ うに環 境を整 えて
いるところでございます。特別支援教育につ
いては、保護者と協力しながら個別の支援計
画を作成していく予定でいます。また、各学
校においては校内支援委員会を設置し、共通
理解を図るとともに、県の計画で育成してお
ります コーデ ィネィ ター が中心 的な役 割と
なって 支援体 制を推 進し ている ところ でご
ざいます。教育委員会としましても座間市ネ
ットワ ーク研 究会を 開設 し国や 県の情 報を
各小・中学校に発信するとともに、情報交換
をしな がら支 援ネッ トワ ークづ くりを 推進
しております。またその中では教育委員会と
障害福 祉課あ るいは 養護 学校に おける 地域
支援担当者との連携が図られております。今
後の具体的な支援としては、座間市の特別支
援教育基本計画を策定していくとともに、国
や県教 委の動 きなど を注 視して 研究を 深め
てまいります。
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座間市カラオケ
座間市カラオケ
のど自慢大会出場
のど自慢大会出場
元同僚の 梵 英心くん。
新人ながら広島カープの
１軍レギュラー選手に定
着し活躍。皆さんも応援を
よろしくお願いします。

5月10日琉球新聞
10日琉球新聞

沖本 平成十八年度予算編成では、新たな事業と
して「特別支援教育補助員派遣事業費」が計上され、
小学校三名、中学校に一名の特別支援教育補助員が
派遣されることになりました。これは平成十六年十
二月三日に発達障害支援法案が成立、翌平成十七年
四月一日より施行されたことを踏まえ、これまで当
局が研究を重ねてこられた成果であり、本市として
の取り組みの方向 性が明確に なったものだ と判断
いたします。学習障害（ＬＤ）、注意欠陥・多動性
障害（ＡＤＨＤ）やアスペルガー症候群・高機能自
閉症などの軽度発 達障害を持 つ児童生徒に 対して
は、正確な知識を広めるとともに理解をすることが
大切であり、医療・教育の支援体制整備を急ぐ必要
があることは周知のとおりであります。教育委員会
と児童 福祉所 管と の連携は
どのようになっているのか。
保護者との連携、養護学校と
の連携 はどの よう になって
いるのか。教職員に対する軽
度発達 障害に つい ての研修
など、理解向上のための施策
はどうなっているのか。本市
におけ る今現 在の 具体的な
取り組 み状況 と今 後の計画
について伺います。
教育長 今年 度 の新 規事 業
として、軽度発達障害の子ど
もたち を支援 する ために特
別支援 教育補 助員 を市内の
小中学 校合わ せて 十三校に
四名配置いたしました。補助
員の配置により、生活や学習

▲全国の地方議員の皆さんと学ぶ
▲講師の松原 仁衆議院議員と

星野市長

地域貢献活動や

清掃活動参加

市と市議会と市
民が一体となっ
て取り組んでい
る「キャンプ座
間基地強化・恒
久化反対運動」
3月市民集会参加 諸活動に参加。
福祉活動に参加

４月、７月に富士社会教育センタ
ーが主催する「政治専科」合宿研
修に参加しました。

市長 ウエヴ・アク セシビ リテ ィの関係
につきま しては 、平成十 六年度 、行政改
革推進本 部から 指示をい たしま して、改
革改善検 討委員 会に属す る行政 情報専門
部会で、 ホーム ページに よる市 民等への
行政情報 の充実 拡大の資 料とし て指針を
作成させ ていた だきまし た。情 報推進課
で活用し て、ウ エヴ・ア クセシ ビリティ
のチェッ クを行 わせてい るとい う状況で
ございま す。ホ ームペー ジの普 及をして
いく上で 、使い 勝手とわ かりや すさの向
上は不可欠であると思っておりますの
で、今後 ともさ らに努力 をさせ ていただ
きたいと 存じて おります 。ホー ムページ
関係の基 本的な 考えでご ざいま すが、コ
ンテンツ ・マネ ジメント ・シス テムの関
係につい ても人 的・物的 環境等 も勘案し
ながら、 導入時 期等も検 討して いきたい
と考えて おりま すし、そ ういう 中で市民
への情報 提供を さらに高 めてい きたいと
考えております。
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